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(57)【要約】
　本発明は、ビデオアプリケーションにおけるディジタ
ル画像の視覚的な改善のための改善された方法及び装置
を提供する。とりわけ本発明は、ビデオ会議通話の間の
改善された知覚品質及び状況認識を達成するため、ビジ
ュアル画面上の１以上の参加者の視覚的強調又は参加者
の群のなかで発話している人物の視覚的強調に後続され
る、顔又は人物を見出すための多様式場面解析に関する
。前記解析は、セグメント化モジュール２２により実行
され、少なくとも１つの関心領域ＲＯＩ及び非関心領域
ＲＯＮＩを定義することを可能とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビデオ画像を処理する方法であって、
　ビデオアプリケーションの画像における少なくとも１人の人物を検出するステップと、
　前記画像における前記少なくとも１人の検出された人物に関連する動きを推定するステ
ップと、
　前記画像を、前記画像における前記少なくとも１人の検出された人物を有する少なくと
も１つの関心領域と、少なくとも１つの非関心領域とにセグメント化するステップと、
　前記少なくとも１つの非関心領域において適用されるフレームレートよりも高いフレー
ムレートを前記少なくとも１つの関心領域において利用することにより、前記画像を含む
ビデオ信号に時間フレーム処理を適用するステップと、
を有する方法。
【請求項２】
　前記時間フレーム処理は、前記少なくとも１つの関心領域に適用される時間フレームア
ップコンバージョン処理を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記時間フレーム処理は、前記少なくとも１つの非関心領域に適用される時間フレーム
ダウンコンバージョン処理を有する、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記時間フレームアップコンバージョン処理のステップからの出力情報を、前記時間フ
レームダウンコンバージョン処理のステップからの出力情報と組み合わせ、拡張された出
力画像を生成するステップを更に有する、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　ビジュアル画像品質改善ステップが、前記画像に関連するビデオ信号の送信側において
又は受信側において実行される、請求項１乃至４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記ビデオアプリケーションの画像における少なくとも１人の特定された人物を検出す
るステップは、前記画像における唇アクティビティを検出するステップを有する、請求項
１乃至５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記ビデオアプリケーションの画像における少なくとも１人の特定された人物を検出す
るステップは、前記画像におけるオーディオ発話アクティビティを検出するステップを有
する、請求項１乃至６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記関心領域に時間フレームアップコンバージョン処理を適用するステップは、唇アク
ティビティ及び／又はオーディオ発話アクティビティが検出された場合にのみ実行される
、請求項６又は７に記載の方法。
【請求項９】
　前記画像を少なくとも１つの第１の関心領域と第２の関心領域とにセグメント化するス
テップと、
　フレームレートを増大させることにより時間フレームアップコンバージョンを適用する
前記第１の関心領域を選択するステップと、
　前記第２の関心領域のフレームレートを不変のままとするステップと、
を更に有する、請求項１乃至８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記関心領域に時間フレームアップコンバージョン処理を適用するステップは、前記関
心領域に関連する画素のフレームレートを増大させるステップを有する、請求項１乃至９
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記画像のブロックグリッドにおける前記関心領域を拡張し、前記拡張された関心領域
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における画素に対して動き補償された補間を適用することにより、漸進的な動きベクトル
遷移を実行するステップを更に有する、請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記拡張された関心領域における画素に対して垂直及び水平にぼかしフィルタを適用す
ることにより、境界領域の強調を解除するステップを更に有する、請求項１１に記載の方
法。
【請求項１３】
　ビデオ画像を処理するように構成された装置であって、
　ビデオアプリケーションの画像における少なくとも１人の人物を検出するように構成さ
れた検出モジュールと、
　前記画像における前記少なくとも１人の検出された人物に関連する動きを推定するよう
に構成された動き推定モジュールと、
　前記画像を、前記画像における前記少なくとも１人の検出された人物を有する少なくと
も１つの関心領域と、少なくとも１つの非関心領域とにセグメント化するように構成され
たセグメント化モジュールと、
　前記少なくとも１つの非関心領域において適用されるフレームレートよりも高いフレー
ムレートを前記少なくとも１つの関心領域において利用することにより、前記画像を含む
ビデオ信号に時間フレーム処理を適用するように構成された少なくとも１つの処理モジュ
ールと、
を有する装置。
【請求項１４】
　前記処理モジュールは、前記少なくとも１つの関心領域に時間フレームアップコンバー
ジョン処理を適用するように構成された関心領域アップコンバージョンモジュールを有す
る、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記処理モジュールは、前記少なくとも１つの非関心領域に時間フレームダウンコンバ
ージョン処理を適用するように構成された非関心領域ダウンコンバージョンモジュールを
有する、請求項１３又は１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記関心領域アップコンバージョンモジュールから導出された出力情報を、前記非関心
領域ダウンコンバージョンモジュールから導出された出力情報と組み合わせるように構成
された結合モジュールを更に有する、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　唇アクティビティ検出モジュールを更に有する、請求項１３乃至１６のいずれか一項に
記載の装置。
【請求項１８】
　オーディオ発話アクティビティモジュールを更に有する、請求項１３乃至１７のいずれ
か一項に記載の装置。
【請求項１９】
　時間フレームアップコンバージョンのための第１の関心領域を選択するように構成され
た関心領域選択モジュールを更に有する、請求項１３乃至１８のいずれか一項に記載の装
置。
【請求項２０】
　請求項１３乃至１９のいずれか一項に記載の装置と関連するコンピュータ読み取り可能
な媒体であって、前記媒体には命令のシーケンスが保存され、前記命令のシーケンスは、
前記装置のマイクロプロセッサにより実行されたときに、前記プロセッサに、
　ビデオアプリケーションの画像における少なくとも１人の人物を検出させ、
　前記画像における前記少なくとも１人の検出された人物に関連する動きを推定させ、
　前記画像を、前記画像における前記少なくとも１人の検出された人物を有する少なくと
も１つの関心領域と、少なくとも１つの非関心領域とにセグメント化させ、
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　前記少なくとも１つの非関心領域において適用されるフレームレートよりも高いフレー
ムレートを前記少なくとも１つの関心領域において利用することにより、前記画像を含む
ビデオ信号に時間フレーム処理を適用させる、コンピュータ読み取り可能な媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ビジュアル通信システムに関し、特に本発明は、ビジュアル画像の改善され
た品質のための、ビデオ電話システムにおける時間アップコンバージョンを提供するため
の方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、ビデオ品質は、ビデオ電話アプリケーションの世界的な採用のための重要な特
性である。ユーザの状況認識及び従ってビデオ通話の知覚される品質を改善するため、ビ
デオ電話システムがエンドユーザに対して相手側の状況を可能な限り正確に与えることが
、極めて重要である。
【０００３】
　ビデオ会議システムは、何年も前に最初に導入されて以来かなりの注目を集めてきたが
、極めて人気のあるものとはなっておらず、これらシステムの幅広い進歩は未だない。こ
のことは一般に、低解像度、むらのある画像及び長い遅延といった、許容できないほど低
いビデオ及びオーディオ通信の品質に導く、通信帯域の不十分な利用可能性によるもので
あった。
【０００４】
　しかしながら、十分な通信帯域を提供することが可能な最近の技術革新が、ますます多
くのエンドユーザにとって、広く利用可能となっている。更に、ディスプレイ、カメラ、
マイクロフォン、及びスピーカを組み込まれたＰＣやモバイル装置等のような強力なコン
ピュータシステムの利用可能性が、急速に増大している。前述した理由により、ビデオ会
議方法のオーディオビジュアル品質が、要求の厳しい市場において最も重要な差別要因の
１つとなるため、消費者向けビデオ会議システムの使用及び適用において進歩及び高い品
質の期待が予想され得る。
【０００５】
　一般的に言えば、ビデオ会議画像を改善するための多くの従来のアルゴリズム及び手法
が、提案され実装されてきた。例えば、ビデオのエンコード効率を改善するため、種々の
効率的なビデオエンコード手法が適用されてきた。とりわけ、斯かる提案（例えばS. Dal
yらによる「Face-Based Visually-Optimized Image Sequence Coding」, 0-8186-8821-1/
98、443-447頁、IEEE）は、関心領域（region of interest、ＲＯＩ）及び非関心領域（r
egion of no interest、ＲＯＮＩ）の選択に基づいてビデオエンコード効率を改善するこ
とを目的とする。具体的には、該提案されるエンコードは、殆どのビットがＲＯＩに割り
当てられ、少ないビットがＲＯＮＩに割り当てられるように実行される。従って、全体の
ビットレートは一定のままであるが、デコードの後、ＲＯＩ画像の品質はＲＯＮＩにおけ
る画像の品質よりも高い。Boberらによる米国特許出願公開US2004/0070666A1のような他
の手法は、ビデオエンコードが適用される前に、重要でない背景画像部分が伝送されない
ようにディジタル手段によってカメラの視界における人物がズームインされるような高度
なズーム手法を、主に提案する。換言すれば、該方法は、各捕捉された画像の選択された
関心領域のみをコーディングすることにより、画像を送信する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した従来の手法は、幾つかの要因により、しばしば満足なものとな
らない。ビデオ通信システムの伝送における画質に対する悪影響に対処するための更なる
処理又は解析は、捕捉された画像に対して実行されない。更に、改善されたコーディング
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方式は、許容可能な結果を与え得るものの、全てのコーディング方式に対して全面的に独
立して適用されることができず、斯かる手法は、特性のビデオエンコード及びデコード手
法が最初に実装されることを必要とする。また、これらの手法はいずれも、ビデオ会議通
話の低い状況認識及び低い知覚品質という問題に適切に対処しない。
【０００７】
　従って、本発明の目的は、上述の問題に対処し、コスト効率が高く、実装が容易な、画
質改善に効率的に対応する、新たな改善された方法及び装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この目的のため、本発明は、ビデオ画像を処理する方法であって、ビデオアプリケーシ
ョンの画像における少なくとも１人の人物を検出するステップと、前記画像における前記
検出された人物に関連する動きを推定するステップと、前記画像を、前記画像における前
記検出された人物を含む少なくとも１つの関心領域と、少なくとも１つの非関心領域とに
セグメント化するステップと、前記非関心領域において適用されるフレームレートよりも
高いフレームレートを前記関心領域において利用することにより、前記画像を含むビデオ
信号に時間フレーム処理を適用するステップと、を有する方法に関する。
【０００９】
　１以上の以下の特徴もまた、含められ得る。
【００１０】
　本発明の一態様においては、前記時間フレーム処理は、前記関心領域に適用される時間
フレームアップコンバージョン処理を含む。他の態様においては、前記時間フレーム処理
は、前記非関心領域に適用される時間フレームダウンコンバージョン処理を含む。
【００１１】
　更に他の態様においては、本方法はまた、前記時間フレームアップコンバージョン処理
のステップからの出力情報を、前記時間フレームダウンコンバージョン処理のステップか
らの出力情報と組み合わせ、拡張された出力画像を生成するステップを更に含む。更に、
ビジュアル画像品質改善ステップは、前記画像に関連するビデオ信号の送信側において又
は受信側において実行されても良い。
【００１２】
　更に、前記ビデオアプリケーションの画像における特定された人物を検出するステップ
は、前記画像における唇アクティビティを検出するステップを含んでも良く、前記画像に
おけるオーディオ発話アクティビティを検出するステップを含んでも良い。また、前記関
心領域に時間フレームアップコンバージョン処理を適用するステップは、唇アクティビテ
ィ及び／又はオーディオ発話アクティビティが検出された場合にのみ実行されても良い。
【００１３】
　他の態様においては、本方法はまた、前記画像を少なくとも１つの第１の関心領域と第
２の関心領域とにセグメント化するステップと、フレームレートを増大させることにより
時間フレームアップコンバージョンを適用する前記第１の関心領域を選択するステップと
、前記第２の関心領域のフレームレートを不変のままとするステップと、を含む。
【００１４】
　本発明はまた、ビデオ画像を処理するように構成された装置であって、ビデオアプリケ
ーションの画像における少なくとも１人の人物を検出するように構成された検出モジュー
ルと、前記画像における前記検出された人物に関連する動きを推定するように構成された
動き推定モジュールと、前記画像を、前記画像における前記検出された人物を含む少なく
とも１つの関心領域と、少なくとも１つの非関心領域とにセグメント化するように構成さ
れたセグメント化モジュールと、前記非関心領域において適用されるフレームレートより
も高いフレームレートを前記関心領域において利用することにより、前記画像を含むビデ
オ信号に時間フレーム処理を適用するように構成された少なくとも１つの処理モジュール
と、を有する装置に関する。
【００１５】
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　本方法及び装置の他の特徴は、従属請求項に更に記載される。
【００１６】
　本発明の実施は、１以上の以下の利点を持ち得る。
【００１７】
　本発明は有利にも、重要な画像部分についてビデオ会議システムの視覚的な知覚を改善
し、発話している参加者又は人物に関連するビジュアル画像を画像の残りの部分に比べて
より明瞭にすることにより状況認識のレベルを増大させる。
【００１８】
　更に、本発明は送信側で適用されることができ、このことはより高いビデオ圧縮効率に
帰着する。なぜなら、より多くのビットが拡張された関心領域（ＲＯＩ）に割り当てられ
、比較的少ないビットが非関心領域に割り当てられ、それにより、同一のビットレートに
対して、顔の表情等のような重要なビデオデータの改善された伝送処理に帰着するからで
ある。
【００１９】
　加えて、本発明の方法及び装置は、ビデオ電話実装において利用され得るいずれのコー
ディング方式からも独立した利用を可能とする。本発明は、ビデオエンコードもデコード
も必要としない。また本方法は、改善されたカメラ信号のため、ビデオ電話におけるカメ
ラ側において適用されることができ、又は改善された表示信号のため、表示側で適用され
ることができる。それ故、本発明は、送信側及び受信側の双方において適用されることが
できる。
【００２０】
　更に他の利点として、唇アクティビティ検出器及び／又はオーディオ位置特定アルゴリ
ズムのような種々の顔検出手法又は様式を組み合わせることにより、顔の検出のための識
別処理がより頑強且つフェールプルーフなものとされることができる。また他の利点とし
て、動き補償された補間がＲＯＩにおいてのみ適用されるため、計算が保護され節約され
る。
【００２１】
　それ故、本発明の実装により、ビデオ品質が大きく改善され、人物の状況認識及びそれ
によりビデオ通話の知覚される品質を増大させることにより、ビデオ電話アプリケーショ
ンのより優れた許容可能性をもたらす。具体的には本発明は、画像の改善された理解度の
ため、及び種々のタイプの顔による感情及び表情を伝達するため、より高い品質の顔の表
情を伝送することが可能である。今日のグループビデオ会議アプリケーションにおけるこ
のタイプの状況認識を増大させることは、特に会議通話における参加者又は人物が例えば
他の参加者と親しくない場合には、増大された使用性と信頼性と等価である。
【００２２】
　本発明のこれらの及びその他の態様は、請求項から、並びに以下の説明及び図面におい
て説明される実施例を参照しながら説明され、明らかとなるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　本発明は例えば、ビデオ電話システムにおける画像中の人物の知覚的な拡張、及びビデ
オ会議セッションの状況認識の改善に対処する。
【００２４】
　図１を参照すると、例として１人の人物のビデオ会議セッションに対して画像品質改善
を適用することに関連して、本発明の本質的な特徴が説明される。送信側において、「ビ
デオ入力」信号１０（Ｖｉｎ）がカメラに入力され、記録カメラ信号となる。一方「ビデ
オ出力」信号１２は、コーディングされ送信される信号Ｖｏｕｔである。換言すれば、受
信側において、信号１０は受信されデコードされた信号であり、信号１２はエンドユーザ
のためのディスプレイに送信される。
【００２５】
　本発明を実装するため、会議通話の参加者を含むＲＯＩの選択のために、画像セグメン
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ト化手法が適用される必要がある。それ故、顔の位置及びサイズに関する情報２０を画像
において見出すために、顔追跡モジュール１４が利用されても良い。種々の顔検出アルゴ
リズムが、本分野において良く知られている。例えば、画像における人物の顔を見つけ出
すため、肌色検出アルゴリズム又は肌色検出と楕円形オブジェクト境界探索との組み合わ
せが利用されても良い。代替として、画像における重要な特徴のための顔探索を特定する
ための付加的な方法が利用されても良い。それ故、効率的にオブジェクトを分類するもの
を見出し適用するための多くの利用可能な頑強な方法が、本発明に組み入れられても良い
。
【００２６】
　画像における参加者の顔の特定に続いて、動きベクトル場１８を算出するため、動き推
定モジュール１６が利用される。その後、顔の位置及びサイズに関する情報２０を利用し
て、例えば単純な頭部及び肩部モデルを用いて、参加者の周囲でＲＯＩ／ＲＯＮＩセグメ
ント化モジュール２２が実行される。代替として、ブロック毎に動き検出（動き推定では
ない）を利用してＲＯＩが追跡されても良い。換言すれば、最も動くブロックを持つオブ
ジェクトであるＲＯＩを伴う動きが検出されたブロックをグループ化することによりオブ
ジェクトが形成される。加えて、動き検出を用いる方法は、画像処理技術のための計算の
複雑さを不要とする。
【００２７】
　次いで、ＲＯＩ／ＲＯＮＩ処理が実行される。ＲＯＩセグメント２４について、視覚的
な拡張のため、時間フレームレートアップコンバージョンモジュール２６によりＲＯＩセ
グメント２４内の画素が視覚的に強調される。このことは、ＲＯＮＩセグメント２８につ
いて、強調されないべきである残りの画像部分の時間フレームダウンコンバージョンモジ
ュール３０と組み合わせられる。次いで、ＲＯＩ及びＲＯＮＩの処理された出力が再結合
モジュール３２において結合され、「出力」信号１２（Ｖｏｕｔ）を形成する。ＲＯＩ／
ＲＯＮＩ処理を利用して、ＲＯＩセグメント２４は視覚的に改善され、あまり重要でない
ＲＯＮＩセグメント２８に対して重要な前景へと至らされる。
【００２８】
　ここで図２を参照すると、フロー図４０が図１において示された本発明の基本ステップ
を示す。最初の「入力」ステップ４２において、ビデオ信号がカメラに入力され、記録カ
メラ信号となる。次いで、顔追跡モジュール１４（図１に示される）において、幾つかの
既存のアルゴリズムを利用して顔検出ステップ４４が実行される。更に、ＲＯＩ又はＲＯ
ＮＩをそれぞれアップコンバート又はダウンコンバートするために後に必要とされる動き
ベクトルを生成する（４８）ために、動き推定ステップ４６が実行される。
【００２９】
　ステップ４４において顔が検出された場合には、ＲＯＩ／ＲＯＮＩセグメント化ステッ
プ５０が実行され、ＲＯＩセグメントについての生成ステップ５２及びＲＯＮＩについて
の生成ステップ５４に帰着する。ＲＯＩセグメントは次いで、ステップ４８により生成さ
れた動きベクトルを利用して、動き補償されたフレームアップコンバージョンステップ５
６を通過させられる。同様にＲＯＮＩセグメントは、フレームダウンコンバージョンステ
ップ５８を通過させられる。続いて、処理されたＲＯＩ及びＲＯＮＩセグメントは結合ス
テップ６０において結合され、ステップ６２において出力信号を生成する。加えて、顔検
出ステップ４４において、顔が検出されていない場合には、ステップ６４において（「ダ
ウンコンバージョン」か否かをテストする）画像がダウンコンバージョン処理を実行され
るべきであるならば、ダウンコンバージョンステップ６６が実行される。一方で、該画像
が処理されないままであるべき場合には、ステップ６６を通過せずに単純にステップ６２
へと進み（直接接続）、処理されていない出力信号を生成する。
【００３０】
　ここで図３乃至５を参照すると、図２の方法ステップに対する更なる最適化が提供され
る。ビデオ会話の参加者が発話しているか否かに応じて、ＲＯＩアップコンバージョン処
理が変更され最適化されることができる。図３において、フロー図７０は図２に示された
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フロー図４０におけるものと同一のステップを示すが、更に顔検出ステップ４４に続く付
加的な唇検出ステップ７１を伴う。換言すれば、誰が発話しているかを特定するため、ビ
デオ画像において唇アクティビティ検出を適用しても良く、画像シーケンスにおける唇ア
クティビティ検出を利用して発話アクティビティ検出が評価されても良い。例えば、自動
読唇のための従来技術又は種々のビデオ唇アクティビティ検出アルゴリズムを利用して、
唇アクティビティが測定されても良い。かくして、唇アクティビティ検出メカニズムのた
めのステップ７１の追加が、他の様式と組み合わせられたときに、顔追跡又は検出ステッ
プ４４をより頑強なものとし、このことは送信側及び受信側のいずれにおいても利用され
ることができる。このように、人物又は参加者が発話している場合にのみ、ＲＯＩセグメ
ントに増大させられたフレームレートを与えることにより、発話アクティビティの出現を
視覚的に支援することが目的である。
【００３１】
　図３はまた、ＲＯＩアップコンバージョンステップ５６が、唇検出ステップ７１がポジ
ティブである場合（Ｙ）にのみ実行されることを示す。唇検出がない場合、フロー図７０
はダウンコンバージョンステップ６４に進み、最終的にビデオ出力信号を生成するステッ
プ６２へと導く。
【００３２】
　ここで図４を参照すると、フロー図８０において、更なる様式が実装される。顔追跡又
は検出ステップ４４は、誤った顔検出が常にないことを保証できないため、実際の人物が
見出されない場所において顔を特定し得る。しかしながら、顔追跡及び検出の手法を、唇
アクティビティ（図３）及びオーディオ位置特定アルゴリズムのような様式と組み合わせ
ることにより、顔追跡ステップ４４はより頑強なものとされることができる。それ故、図
４は、オーディオ検出ステップ８２により後続されるオーディオ入力ステップ８１を用い
る最適化を追加し、該最適化はビデオ入力ステップ４２及び顔検出ステップ４４と並行し
て同時に動作する。
【００３３】
　換言すれば、人物が話しているためオーディオが利用可能である場合に、発話アクティ
ビティ検出器が利用され得る。例えば、ピッチ検出器と組み合わせられた、オーディオ信
号における非静的事象の検出に基づく発話アクティビティ検出器が利用されても良い。送
信側において、即ちオーディオ入力ステップ８１において、「オーディオ入力」信号はマ
イクロフォン入力である。受信側において、「オーディオ入力」信号は受信されデコード
された信号である。それ故、オーディオアクティビティ検出の増大された確実性のため、
個々の検出器出力における論理ＡＮＤにより、組み合わせられたオーディオ／ビデオ音声
アクティビティ検出が実行される。
【００３４】
　同様に、図４は、オーディオ検出ステップ８２がオーディオ信号を検出した場合にのみ
、フロー図８０におけるＲＯＩアップコンバージョンステップ５６が実行されることを示
している。オーディオ信号が検出された場合、次いで顔の検出に続いて、ＲＯＩ／ＲＯＮ
Ｉセグメント化ステップ５０が実行され、ＲＯＩアップコンバージョンステップ５６によ
り後続される。しかしながら、オーディオ発話が検出されなかった場合には、フロー図８
０はダウンコンバージョンステップ６４に進み、最終的にビデオ出力信号を生成するステ
ップ６２に導く。
【００３５】
　図５を参照すると、フロー図９０は、オーディオ発話アクティビティ及びビデオ唇アク
ティビティ検出処理の実装の組み合わせを示す。かくして、図３及び図４は併せてフロー
図９０に帰着し、関心のある人物又は参加者を特定又は検出し、ＲＯＩを正確に解析する
ための、非常に頑強な手段を提供する。
【００３６】
　更に、図６は、オーディオ発話検出ステップ及びビデオ唇アクティビティ検出ステップ
の両方を実行する、１人の人物のビデオ会議セッションに適用された画像品質改善のため
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のフロー図９０の、模式的な機能ブロック図を示す。図１に示される機能的な特徴と同様
に、送信側において、入力信号１０（Ｖｉｎ）がカメラ／入力機器に入力され、記録カメ
ラ信号となる。同様に、「オーディオ入力」信号（Ａｉｎ）１１が入力され、いずれかの
発話信号が検出されるか否かを検出するためオーディオアルゴリズムモジュール１３が適
用される。同時に、受信された信号においていずれかの唇アクティビティがあるか否かを
決定するため、唇アクティビティ検出モジュール１５が、ビデオ入力信号を解析する。続
いて、オーディオアルゴリズムモジュール１３が真又は偽の発話アクティビティフラグ１
７を生成し、真であると分かった場合、ＲＯＩアップコンバージョンモジュール２６が、
ＲＯＩセグメント２４の受信に応じて、ＲＯＩセグメント２４に対してフレームレートの
アップコンバージョンを実行する。同様に、唇アクティビティ検出モジュール１５が、真
又は偽の唇アクティビティフラグ１９が真であることを検出した場合、ＲＯＩセグメント
２４の受信に応じて、モジュール２６がＲＯＩセグメント２４に対してフレームレートの
アップコンバージョンを実行する。
【００３７】
　ここで図７を参照すると、送信側において複数のマイクロフォンが利用可能である場合
、発話している人物の位置を見出すための非常に頑強で効率的な方法が実行されることが
できる。即ち、人物の検出及び特定、特に発話している複数の人物又は参加者の特定を改
善するためには、オーディオアルゴリズムとビデオアルゴリズムとの組み合わせが非常に
強力である。このことは、特に送信側において、（モノラルのオーディオではなく）多感
覚オーディオデータが利用可能である場合に適用されることができる。代替として、本シ
ステムをより頑強なものとするために、及び誰が発話しているのかを正確に特定すること
を可能とするために、送信側及び受信側の双方において適用可能な、ビデオにおける唇ア
クティビティ検出を適用することもできる。
【００３８】
　図７において、複数人物のビデオ電話会議セッションについての画像品質改善のための
模式的な機能ブロック図が示される。送信側において、複数の人物又は参加者が存在し、
顔追跡モジュール１４が１つよりも多い（例えば全体でＮ個の）顔を見出す。顔追跡モジ
ュール１４により検出されたＮ個の顔のそれぞれについて、即ちＮ個の位置及びサイズの
それぞれについて、ここでもまた例えば頭部及び肩部モデルに基づいて、Ｎ個の顔につい
て生成されたＲＯＩ及びＲＯＮＩセグメントのそれぞれについて、複数人物ＲＯＩ／ＲＯ
ＮＩセグメント化モジュール２２Ｎ（２２－１、２２－２、…、２２Ｎ）が生成される。
【００３９】
　２つのＲＯＩが検出された場合には、唇アクティビティ検出モジュール１５の結果即ち
唇アクティビティフラグ１９を含む、発話アクティビティフラグ１７を含む音源の位置（
ｘ，ｙ座標）を出力する（接続２１が音源の（ｘ，ｙ）位置を与える）オーディオアルゴ
リズムモジュール１３の結果に基づいて、画像品質改善のために処理される必要があるＲ
ＯＩの選択をＲＯＩ選択モジュール２３が実行する。換言すれば、複数マイクロフォン会
議システムを用いると、複数のオーディオ入力が受信側で利用可能である。このとき、オ
ーディオアルゴリズムと共に唇アクティビティアルゴリズムを適用して、音声又はオーデ
ィオが来る方向及び位置（ｘ，ｙ座標）もが決定されることができる。該情報は、画像に
おいて現在発話している参加者である、意図されるＲＯＩを目標とするために重要であり
得る。
【００４０】
　このように、２以上のＲＯＩが顔追跡モジュール１４により検出された場合、ＲＯＩ選
択モジュール２３が発話している人物に関連するＲＯＩを選択し、該発話している人物が
最も強い視覚的な強調を与えられるようにし、一方で会議セッションの残りの人物又は参
加者がＲＯＮＩ背景に対して僅かな強調を受けるようにする。
【００４１】
　その後、別個のＲＯＩ及びＲＯＮＩセグメントが、動き推定モジュール１６により出力
された情報を用いて、ＲＯＩに対してのフレームレートアップコンバージョンにおいてＲ
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ＯＩアップコンバージョンモジュール２６により、及びＲＯＮＩに対してのフレームレー
トダウンコンバージョンにおいてＲＯＩダウンコンバージョンモジュール３０により、画
像処理ステップが実行される。更に、ＲＯＩセグメントは、顔追跡モジュール１４により
検出された人物の総数を含んでも良い。発話者から離れた人物はビデオ会議通話に参加し
ていないと仮定すると、ＲＯＩは、検出された顔のサイズの検査により十分に近く、且つ
画像サイズの特定のパーセンテージよりも大きな顔サイズを持つ、検出された顔又は人物
のみを含んでも良い。代替として、ＲＯＩセグメントは、発話している人物、又は最後に
発話した人物であってそれ以来他の誰も発話していないような人物のみを含んでも良い。
【００４２】
　ここで図８を参照すると、複数人物のビデオ会議セッションについて示された画像品質
改善のための他の模式的な機能ブロック図が示されている。ＲＯＩ選択モジュール２３が
、２つのＲＯＩを選択する。このことは、第１のＲＯＩセグメント２４－１が発話してい
る参加者又は人物に関連し、第２のＲＯＩセグメント２４－２が検出された残りの参加者
に関連しているため、２つのＲＯＩが区別されたという事実により引き起こされる。示さ
れているように、第１のＲＯＩセグメント２４－１はＲＯＩ＿１アップコンバージョンモ
ジュール２６－１により時間アップコンバージョンされ、一方で第２のＲＯＩセグメント
２４－２は変化させられないままとされる。上述した図５及び６においてそうであったよ
うに、ＲＯＮＩセグメント２８は、ＲＯＮＩダウンコンバージョンモジュール３０により
時間ダウンコンバージョンされても良い。
【００４３】
　図９を参照すると、フロー図１００が、図８を参照しながら上述したような画像品質改
善のための方法の一実施例において利用されるステップを示している。実際にはフロー図
１００は、図８において示され、図２乃至５を参照しながらも説明された、種々のモジュ
ールにより辿られる基本的なステップを示している。これらのステップを基に、最初の「
ビデオ入力」ステップ４２において、ビデオ信号がカメラに入力され、記録カメラ信号と
なる。該ステップは、顔検出ステップ４４及びＲＯＩ／ＲＯＮＩセグメント化ステップ５
０により後続され、ＲＯＩセグメントについてのＮ個の生成ステップ５２及びＲＯＮＩセ
グメントについての生成ステップ５４に帰着する。ＲＯＩセグメントについての生成ステ
ップ５２は、ＲＯＩ＿１セグメントについてのステップ５２ａ、ＲＯＩ＿２セグメントに
ついてのステップ５２ｂ等、及びＲＯＩ＿Ｎセグメントについてのステップ５２Ｎを含む
。
【００４４】
　次いで、顔検出ステップ４４及びＲＯＩ／ＲＯＮＩセグメント化ステップ５０に続いて
、唇検出ステップ７１が実行される。図８にも示されるように、唇検出ステップ７１がポ
ジティブ（Ｙ）である場合、ＲＯＩ／ＲＯＮＩ選択ステップ１０２が実行される。同様に
して、「オーディオ入力」ステップ８１はオーディオ検出ステップ８２により後続され、
オーディオ検出ステップ８２はビデオ入力ステップ４２及び顔検出ステップ４４、並びに
唇検出ステップ７１と同時に動作し、関心のあるＲＯＩ領域を正確に検出するため、より
頑強なメカニズム及び処理を提供する。結果として得られる情報は、ＲＯＩ／ＲＯＮＩ選
択ステップ１０２において利用される。
【００４５】
　続いて、ＲＯＩ／ＲＯＮＩ選択ステップ１０２は、選択されたＲＯＩセグメント（１０
４）を生成し、該セグメントに対してフレームアップコンバージョンステップ５６が実行
される。ＲＯＩ／ＲＯＮＩ選択１０２はまた他のＲＯＩセグメント（１０６）を生成し、
該セグメントに対しては、ステップ６４において画像に対してダウンコンバージョン解析
を実行する決定がポジティブである場合には、ダウンコンバージョンステップ６６が実行
される。一方で、画像が変化させられないままであるべき場合には、単純にステップ６０
へと進み、ステップ５６により生成された時間アップコンバージョンされたＲＯＩ画像並
びにステップ５４及び６６により生成されたＲＯＮＩ画像と結合し、最終的にステップ６
２において、圧縮されていない「ビデオ出力」信号を得る。
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【００４６】
　ここで図１０乃至１５を参照すると、画像品質改善を達成するために利用される手法及
び方法が示される。例えば、動き推定の処理、顔追跡及び検出、ＲＯＩ／ＲＯＮＩセグメ
ント化、並びにＲＯＩ／ＲＯＮＩ時間コンバージョン処理が、更に詳細に説明される。
【００４７】
　図１０乃至１２を参照すると、例えばウェブカメラを用いたシーケンスショットよりと
られた画像１１０が示されている。例えば、画像１１０は、今日のモバイルアプリケーシ
ョンにおいて典型的である、１７６ｘ１４４又は３２０ｘ２４０画素の解像度、及び７．
５Ｈｚと１５Ｈｚとの間のフレームレートを持っていても良い。
【００４８】
　動き推定
  画像１１０は、８ｘ８の輝度値のブロックに分割されることができる。動き推定のため
、例えば３次元再帰的探索法が利用されても良い。その結果は、８ｘ８ブロックのそれぞ
れについての２次元の動きベクトルである。該動きベクトルは、

【数１】

により示され得る。ここで、２次元ベクトル
【数２】

は８ｘ８ブロックの空間的なｘ及びｙ座標を含み、ｎは時間インデクスである。動きベク
トル場は、２つの元の入力フレーム間の、特定の時間インスタンスにおいて評価される。
２つの元の入力フレーム間の他の時間インスタンスにおいて動きベクトル場を有効なもの
とするため、動きベクトルのリタイミング（retiming）を実行しても良い。
【００４９】
　顔検出
  ここで図１１を参照すると、顔追跡メカニズムが、人物１１２及び１１４の顔を追跡す
るために利用される。顔追跡メカニズムは、人物１１２及び１１４（顔が暗く示されてい
る）の肌色を見出すことにより、顔を見出す。従って、肌検出手法が利用され得る。楕円
１２０及び１２２は、見出され特定された人物１１２及び１１４の顔を示す。代替として
は、顔検出は、P. Viola及びM. Jonesによる「Robust Real-time Object Detection」（
「Second International Workshop on Statistical and Computational Theories of Vis
ion - Modeling, Learning, Computing, and Sampling」のプロシーディング、Vancouver
、カナダ、2001年7月13日）に提示されているような、学習分類子（classifier）に基づ
いて実行される。分類子ベースの方法は、変化する照明状況に対してより頑強であるとい
う利点を持つ。加えて、見出された顔に近い顔のみが検出される。人物１１８の顔は、画
像１１０のサイズに比べて頭部のサイズが小さ過ぎるため、見出されない。それ故人物１
１８は、いずれのビデオ会議通話にも参加していないと（本例においては）正しく推定さ
れる。
【００５０】
　上述したように、顔追跡メカニズムの頑強さは、顔追跡メカニズムが、送信側及び受信
側の双方で利用可能なビデオ唇アクティビティ検出器からの情報と組み合わせられる場合
、及び／又は複数のマイクロフォンチャネルを必要とし送信側で実装されるオーディオ源
追跡器と組み合わせられる場合に、改善され得る。これらの手法の組み合わせを利用する
ことにより、顔追跡メカニズムにより誤って見出された顔でないものは、適切に却下され
ることができる。
【００５１】
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　ＲＯＩ及びＲＯＮＩセグメント化
  図１２を参照すると、ＲＯＩ／ＲＯＮＩセグメント化処理が画像１１０に適用される。
顔検出処理に続いて、画像１１０における各検出された顔を用いて、頭部及び肩部モデル
に基づいてＲＯＩ／ＲＯＮＩセグメント化処理が利用される。人物１２４の頭部及び胴部
を含む人物１１２の頭部及び肩部の輪郭１２４が、特定され分離される。この粗い頭部及
び肩部の輪郭１２４のサイズは重要ではないが、人物１１２の胴部が輪郭１２４内に完全
に含まれることを確実にするために十分に大きいべきである。その後、該ＲＯＩ（頭部及
び肩部の輪郭１２４内の領域でもある）における画素にのみ、時間アップコンバージョン
が適用される。
【００５２】
　ＲＯＩ及びＲＯＮＩフレームレート変換
  ＲＯＩ／ＲＯＮＩフレームレート変換は、元の画像の動きベクトルに基づく動き推定処
理を利用する。
【００５３】
　ここで図１３を参照すると、例えば、元の入力画像又は映像１３２Ａ（ｔ＝（ｎ－１）
Ｔにおける）及び１３２Ｂ（ｔ＝ｎＴにおける）についての３つの図１３０Ａ乃至１３０
Ｃにおいて、図１２を参照しながら説明された頭部及び肩部モデルに基づくＲＯＩ／ＲＯ
ＮＩセグメント化が示されている。補間された映像１３４（ｔ＝（ｎ－α）Ｔにおけるも
の。図の１３０Ｂ）については、特定の位置における画素は、同一の場所において先行す
る元入力映像１３２Ａにおける当該画素が当該映像のＲＯＩに属する場合、若しくは同一
の場所において後続する元入力映像１３２Ｂにおける当該画素が当該映像のＲＯＩに属す
る場合、又はその両方である場合に、ＲＯＩに属する。換言すれば、補間された映像１３
４におけるＲＯＩ領域１３８Ｂは、前の及び次の元入力映像１３２Ａ及び１３２Ｂの、そ
れぞれのＲＯＩ領域１３８Ａ及びＲＯＩ領域１３８Ｃの両方を含む。
【００５４】
　ＲＯＮＩ領域１４０については、補間された映像１３４について、ＲＯＮＩ領域１４０
に属する画素は単に前の元入力映像１３２Ａからコピーされ、ＲＯＩにおける画素は動き
推定を用いて補間される。
【００５５】
　このことは、図１４を参照しながら更に説明される。ここでＴはシーケンスのフレーム
期間を表し、ｎは整数のフレームインデクスを示す。例えば、パラメータα（０＜α＜１
）は、例えば２つの元の入力画像１３２Ａと１３２Ｂとの間の補間された画像１３４Ａの
相対的なタイミングを与える（本例においては、α＝１／２が利用され得る）。
【００５６】
　図１４において、例えば補間された映像１３４Ａについて（及び同様に補間された画像
１３４Ｂについて）は、「ｐ」及び「ｑ」と示された画素ブロックがＲＯＮＩ領域１４０
において存在し、これらブロックにおける画素が、前の元映像における同一の位置からコ
ピーされる。補間された映像１３４Ａについて、ＲＯＩ領域１３８における画素値は、１
以上の後続する及び先行する入力元映像（１３２Ａ、１３２Ｂ）の動き補償された平均と
して算出される。図１４においては、２フレーム補間が示されている。ｆ（ａ，ｂ，α）
は、動き補償された補間結果を示している。動き補償された補間手法については、種々の
方法が利用されることができる。かくして図１４は、ＲＯＩ領域１３８における画素が動
き補償された補間によって得られ、ＲＯＮＩ領域１４０における画素がフレーム複写によ
り得られる、フレームレート変換手法を示している。
【００５７】
　加えて、画像又は映像の背景が静的である場合には、結果として得られる出力画像にお
いて、ＲＯＩ領域とＲＯＮＩ領域との間の遷移境界は可視ではない。なぜなら、ＲＯＩ領
域内の背景画像は、ゼロの動きベクトルにより補間されるからである。しかしながら、デ
ィジタルカメラにおいてしばしば起こるように背景が動く場合（例えば不安定な手の動き
）には、ＲＯＩ領域とＲＯＮＩ領域との間の境界は可視となる。なぜなら、背景画素はＲ
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ＯＩ領域内で動き補償を用いて算出され、一方で該背景画素はＲＯＮＩ領域における前の
入力フレームからコピーされるからである。
【００５８】
　ここで図１５を参照すると、背景が静的でない場合に、図の１５０Ａ及び１５０Ｂにお
いて示されるように、ＲＯＩ領域とＲＯＮＩ領域との間の境界における画像品質の改善に
関して、最適化手法が実装されることができる。
【００５９】
　とりわけ、図１５は、ＲＯＩ／ＲＯＮＩセグメント化を用いた、ｔ＝（ｎ－α）Ｔにお
いて推定される動きベクトル場の実装を示す。図１５０Ａは、ＲＯＮＩ領域１４０におい
て背景における動きがある、元の状況を示す。ＲＯＮＩ領域１４０における２次元動きベ
クトルは小文字の英字（ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆ、ｇ、ｈ、ｋ、ｌ）により示され、ＲＯ
Ｉ領域１３８における動きベクトルは大文字の英字（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ）
により表される。図の１５０Ｂは、背景が動き始めた際にＲＯＩ／ＲＯＮＩ境界１５２Ｂ
の可視性を改善するために、ＲＯＩ１３８が線形に補間された動きベクトルを用いて拡張
された、最適化された状況を示す。
【００６０】
　図１５に示されるように、境界領域１５２Ｂの知覚的な可視性は、ブロックのグリッド
（図の１５０Ｂ）においてＲＯＩ領域１３８を拡張し、漸進的な動きベクトル遷移を実行
し、拡張領域における画素について動き補償された補間解析を適用することにより、改善
されることができる。更に、背景に動きがある場合に強調を解除するためには、ＲＯＩ拡
張領域１５４における画素に対して、水平に及び垂直にぼかしフィルタ（例えば[1 2 1]/
4）を適用しても良い。
【００６１】
　本発明の好適な実施例であると現在考えられるものが示され説明されたが、本発明の真
の範囲から逸脱することなく、他の種々の変更が為され得、同等のものが代用され得るこ
とは、当業者には理解されるであろう。
【００６２】
　特に、上述の説明は主にビデオ会議に関連したが、説明された画像品質改善方法は、モ
バイル電話装置及びプラットフォームに実装されたものや、ＰＣのような家庭用オフィス
プラットフォームに実装されたもの等のような、いずれのタイプのビデオアプリケーショ
ンにも適用されることができる。
【００６３】
　加えて、ここで説明された発明の中心概念から逸脱することなく特定の状況を本発明の
教示に適合させるため、多くの高度なビデオ処理の変更が為されても良い。更に、本発明
の実施例は、上述した特徴の全てを含むものではない。それ故、本発明は開示された実施
例に限定されるものではなく、本発明は添付する請求項の範囲内となる全ての実施例及び
それらと同等のものを含むことが意図される。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明による画像品質改善のための改善された方法の一実施例の模式的な機能ブ
ロック図である。
【図２】図１による画像品質改善のための改善された方法の一実施例のフロー図である。
【図３】本発明による画像品質改善のための改善された方法の他の実施例のフロー図であ
る。
【図４】本発明による画像品質改善のための改善された方法の他の実施例のフロー図であ
る。
【図５】本発明による画像品質改善のための改善された方法の他の実施例のフロー図であ
る。
【図６】本発明による画像品質改善のための改善された方法の他の実施例の模式的な機能
ブロック図である。
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【図７】本発明による、多人数ビデオ会議セッションについて示された、画像品質改善の
ための模式的な機能ブロック図である。
【図８】本発明による、多人数ビデオ会議セッションについて示された、画像品質改善の
ための他の模式的な機能ブロック図である。
【図９】図８に示された、画像品質改善のための改善された方法の一実施例において利用
される方法ステップを示すフロー図である。
【図１０】ビデオアプリケーションからとられた典型的な画像を例として示す。
【図１１】本発明による顔追跡メカニズムの実装を示す。
【図１２】ＲＯＩ／ＲＯＮＩセグメント化処理の適用を示す。
【図１３】頭部及び肩部モデルに基づくＲＯＩ／ＲＯＮＩセグメント化を示す。
【図１４】本発明の一実施例によるフレームレート変換を示す。
【図１５】ＲＯＩ領域とＲＯＮＩ領域との間の境界領域において実装される最適化手法を
示す。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(16) JP 2009-501476 A 2009.1.15

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】

【図１２】



(17) JP 2009-501476 A 2009.1.15

【図１３】 【図１４】

【図１５】



(18) JP 2009-501476 A 2009.1.15

10

20

30

40

【国際調査報告】



(19) JP 2009-501476 A 2009.1.15

10

20

30

40



(20) JP 2009-501476 A 2009.1.15

10

20

30

40



(21) JP 2009-501476 A 2009.1.15

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,L
C,LK,LR,LS,LT,LU,LV,LY,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK
,SL,SM,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(72)発明者  ベルト　ハルム
            フランス国　エフ－７５００８　パリ　１５６　ブルヴァール　オースマン　ソシエテ　シビレ　
            エス　ピー　アイ　ディー
Ｆターム(参考) 5C164 FA09  PA32  VA02S VA07S VA21P


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

